
■京都府埋蔵文化財調査研究センターを知る

書　　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年 資料コード

発掘された京都の歴史2022 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2022 1111159347

京都遺跡さんぽ 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2022 1111156525

発掘された京都の歴史2021 かつて京都に火山灰が降ったころ 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2021 1111136675

動乱の世から太平の世へ 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2020 1111123517

発掘された京都の歴史2019 まぼろしの古代寺院 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2019 1111117295

発掘された京都の歴史2018 いにしえの技とデザイン 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2018 1111114862

OUTLINE 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2017 1111117311

maibun３５ 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2017 1110624838

35年のあゆみ 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2017 1110624416

和魂漢才(やまとごころとからざえ) 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2015 1110292412

小さな展覧会 第28回 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2013 1111114870

30年のあゆみ 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2012 1107994236

昔むかし…。 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 2011 1107941260

天平びとの華と祈り 上田 正昭／監修、京都府埋蔵文化財調査
研究センター／編

柳原出版 2010 1108921238

京都タイムスリップ―遺跡でつづる京都の歴史― 京都府埋蔵文化財調査研究センター/編 2006 1107172338

京都・古代との出会い 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 1990 1106213257

謎の鏡 卑弥呼の鏡と景初四年銘鏡 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 同朋舎出版 1989 1111136667

焼きもののふる里篠窯跡群 京都府埋蔵文化財調査研究センター／編 1984 1100944816

■3月４日講演会の講師・加藤雄太氏のお勧め本  

書　　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年 資料コード

光格天皇 自身を後にし天下万民を先とし 藤田　覚／著 ミネルヴァ書房 2018 1110900519

天下泰平の時代 （岩波新書） 高埜 利彦／著 岩波書店 2015 1108993823

幕末から維新へ （岩波新書） 藤田　覚／著 岩波書店 2015 1108995927

世界をリードした陶磁器・肥前窯 大橋 康二／著 新泉社 2004 1108266873

京都の歴史５ 近世の展開 京都市／編 学芸書林 1973 1100286275

京都府埋蔵文化財調査研究センター × 京都府立図書館

「 発 掘 調 査 が 語 る 近 世 「 京 」 の す が た 」

ー 文 化 庁 京 都 移 転 記 念 ー

令和５年２月３日作成



■動乱の世
書　　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年 資料コード

京都の中世史6　戦国乱世の都 尾下成敏／ほか著 吉川弘文館 2021 1111245617

戦国入門 二木謙一／監修 河出書房新社 2019 1110976477

軍事の日本史 (朝日新書 700) 本郷和人／著 朝日新聞出版 2018 1110956255

信長と京都　宿所の変遷からみる 河内 将芳／著 淡交社 2018 1111006035

現代語訳応仁記 (ちくま学芸文庫 コ10-18) 志村有弘／訳 筑摩書房 2017 1110757729

応仁の乱 (洋泉社MOOK) 洋泉社 2017 1110848544

戦国京都の大路小路 河内 将芳／著 戎光祥出版 2017 1110742044

足利義政と東山文化 (読みなおす日本史) 河合正治／著 吉川弘文館 2016 1110832464

応仁の乱 (中公新書 2401) 呉座勇一／著 中央公論新社 2016 1110493614

山名宗全 (ミネルヴァ日本評伝選) 山本 隆志／著 ミネルヴァ書房 2015 1108994706

戦乱の中の情報伝達 (歴史文化ライブラリー 372) 酒井 紀美／著 吉川弘文館 2014 1108979335

京都の町家と聚楽第 丸山 俊明／著 昭和堂 2014 1110375472

戦国時代の京都を歩く 河内 将芳／著 吉川弘文館 2014 1110360607

日蓮宗と戦国京都 河内 将芳／著 淡交社 2013 1110316369

応仁の乱と在地社会 (同成社中世史選書 12) 酒井 紀美／著 同成社 2011 1108769017

山名宗全 (人物叢書 新装版 通巻259) 川岡 勉／著 吉川弘文館 2009 1108844380

応仁・文明の乱 石田 晴男／著 吉川弘文館 2008 1108475318

京都・一五四七年　上杉本洛中洛外図の謎を解く 今谷 明／著 平凡社 2003 1108039494

豊臣秀吉と京都 日本史研究会／編 文理閣 2001 1106913682

天文法華の乱　武装する町衆 今谷 明／著 平凡社 1989 1100284718

明智・細川と両丹地方 京都府立丹後郷土資料館／編 1979 1101792545

■太平の世
書　　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年 資料コード

徳川家康  (人物叢書  通巻300) 藤井 譲治／著 吉川弘文館 2020 1110914940

歴史でめぐる洛中洛外 上 中 下 井上満郎／著 淡交社 2017 1110838933他

洛中洛外図屛風 小島 道裕／著 吉川弘文館 2016 1110536198

イラストで見る200年前の京都 天野太郎／監修 実業之日本社 2016 1110832704

戦国乱世から太平の世へ （岩波新書） 藤井 譲治／著 岩波書店 2015 1108991835

京(みやこ)を描く 京都文化博物館／編集 京都府京都文化博物館 2015 1110280177

新しい江戸時代が見えてくる
「平和」と「文明化」の265年

大石 学／著 吉川弘文館 2014 1110360946

桃山の美濃古陶 西村 克也／ほか著 鳥影社 2014 1110400916

京都の町家と火消衆 丸山 俊明／著 昭和堂 2011 1108761923

京都名所むかし案内 本渡 章／著 創元社 2008 1108543461

京都の町家と町なみ 丸山 俊明／著 昭和堂 2007 1108522903

天下人の時代 　16～17世紀の京都 朝尾 直弘／ほか編 平凡社 2003 1108119650

京の名所図会を読む 宗政 五十緒／編 東京堂出版 1998 1110008867

都名所図会を読む 宗政 五十緒／編 東京堂出版 1997 1106220773

京の町家 中村 昌生／著 河原書店 1994 1106343187



■近世の陶磁器等（唐津、志野、織部など）
書　　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年 資料コード

茶の湯の茶碗　第３巻　和物茶碗１ 赤沼 多佳、竹内 順一、谷 晃／監修 淡交社 2022 1111283030

発掘品から見る志野・織部焼 古田織部美術館／編 古田織部美術館 2021 1111281273

桃山デザイン 京都市立芸術大学畑中研究室／編集
京都歴史文化施設クラ
スター実行委員会

2021 1111149959

古田織部創作のヒント 古田織部美術館/編 古田織部美術館 2019 1110816210

織部好みの”対照”の美 古田織部美術館/編 古田織部美術館 2018 1110816228

京焼 伝統と革新 中ノ堂一信／著 淡交社 2018 1110657523

京都市文化財ブックス 第31集「天下人の城」 京都市文化財保護課/編 京都市文化財保護課 2017 1110623822

秀吉・織部の緑の京焼 古田織部美術館／編 古田織部美術館 2017 1110854377

古田織部京屋敷跡出土品 古田織部美術館／編 古田織部美術館 2016 1110806716

京都市文化財ブックス第30集「三条せと物や町」 京都市文化財保護課/編 京都市文化財保護課 2016 1110622550

古田織部の陶工たち 古田織部美術館／編 古田織部美術館 2015 1110441134

志野と織部 All of Shino ＆ Oribe 阿部出版 2013 1110329347

京焼 技と美の継承展 京都伝統陶芸家協会／[編｣ 佐川美術館 2013 1110674551

唐津 All of Karathu 阿部出版 2012 1110123344

掘り出された京都 京都市埋蔵文化財研究所/編 京都新聞出版センター 2012 1110069539

京三条せともの屋町 茶道資料館/編 茶道資料館 2012 1110633243

近世京焼の研究 岡 佳子／著 思文閣出版 2011 1108682038

つちの中の京都４ 京都市埋蔵文化財研究所/編 2010 1108652833

京焼多彩なり (三の丸尚蔵館展覧会図録 No.44) 宮内庁三の丸尚蔵館／編 宮内庁 2007 1107442103

京焼 みやこの意匠と技 京都国立博物館／編集・制作 京都国立博物館 2006 1107189779

つちの中の京都３ 京都市埋蔵文化財研究所/編 2006 1108508837

茶陶の美２　桃山の茶陶 淡交社 2005 1108262930

織部の文様 河原 正彦／編著、兼本 延男／写真 東方出版 2004 1108255017

唐津焼の研究 中里 逢庵／著 河出書房新社 2004 1108233253

唐津 (窯別ガイド日本のやきもの) 大橋 康二／文 淡交社 2003 1108278894

京都 (窯別ガイド日本のやきもの) 岡 佳子／文 淡交社 2003 1108138478

美濃 (窯別ガイド日本のやきもの) 伊藤 嘉章、唐澤 昌弘／文 淡交社 2003 1108278860

つちの中の京都２ 京都市埋蔵文化財研究所/編 2001 1106002023

聚楽第と京都 京都市歴史資料館/編 京都市歴史資料館 2000 1107177584

つちの中の京都 京都市埋蔵文化財研究所/編 1996 1106904236

仁清・乾山・頴川・木米 (講談社カルチャーブックス 50) 河原 正彦／[ほか]著 講談社 1992 1305248872

美濃  志野・織部・黄瀬戸・瀬戸黒
　 (講談社カルチャーブックス９)

黒田 和哉／[ほか]著 講談社 1991 1100029014

仁阿弥道八・永楽保全 野村文華財団野村美術館／[編] 野村文華財団 1989 1100392370

京の伝統と文様 11 京焼２ 永楽・道八 松下 隆章／監修 美乃美 1980 1106281213

世界陶磁器全集 ７　江戸２ 座右宝刊行会／編集 小学館 1980 1100354222

世界陶磁器全集 ５　桃山２ 座右宝刊行会／編集 小学館 1976 1100354206

日本の陶磁全集16　織部 竹内 順一／編集、解説 中央公論社 1976 1100289261

日本の陶磁全集 17　唐津 佐藤 雅彦／編集、解説 中央公論社 1976 1100289279

日本の陶磁全集15　志野 林屋 晴三／編集、解説 中央公論社 1975 1100289253



■蓮月焼、伏見人形

書　　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年 資料コード

伏見人形の話 田中 緑虹／著 三人社 2019 1110960422

国登録有形民俗文化財京都の郷土人形コレクション総目録 イケマン人形文化保存財団／ほか編
イケマン人形文化保存
財団ほか

2013 1110232087

てのひらのえんぎもの　日本の郷土玩具 佐々木一澄／文と絵 二見書房 2019 1111013767

フィリップ・ワイズベッカーの郷土玩具十二支めぐり フィリップ・ワイズベッカー／ほか著 青幻舎 2018 1111009559

郷土玩具奥村寛純コレクションー伏見人形 高槻市教育委員会文化財課、しろあと歴
史館／編集

高槻市教育委員会文化
財課、しろあと歴史館

2012 1107982553

蓮月・鐵齋展 大田垣蓮月、富岡鉄斎／画・作 ぎゃらりー思文閣 2003 1107076273

伏見人形の原型 奥村寛純／編著 伏偶舎 京都 丹嘉 1976 1101512836

上方の愉快なお人形　大阪の笑いのルーツをさぐる 池田 萬助／ほか著 淡交社 2002 1107019679

人形3　日本と世界の人形のすべて 藤森 武／[ほか]写真 京都書院 1986 1100290509

京の人形 京都国立博物館／編集 京都国立博物館 1981 1107118455

伏見人形 塩見 青嵐／著 河原書店 1967 1101876546

■関連電子書籍
書　　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年 ProductID

乱世の天皇　観応の擾乱から応仁の乱まで 秦野裕介【著】 東京堂出版 2020 KP00051768

ここまでわかった 戦国時代の天皇と公家衆たち 日本史史料研究会【監修】神田裕理【編】 文学通信 2020 KP00043989

庭園の中世史　足利義政と東山山荘 飛田範夫【著】 吉川弘文館 2019 KP00027709

日本伝承遊び事典（伏見人形の記載あり） 東京おもちゃ美術館【編】 黎明書房 2018 KP00044929

中世から近世へ　秀吉の武威、信長の武威
天下人はいかに服属を迫るのか

黒嶋敏【著】 平凡社 2018  KP00014066

時代別京都を歩く　歴史を彩った２４人の群像 蔵田敏明【著】 山と溪谷社 2017 KP00042263

茶の湯物語　戦国数寄者伝 髙山宗東　山野肆朗【著】 平凡社 2016 KP00014114

合戦騒動事典 歴史と文学の会　志村有弘【共編】 勉誠出版 2005 KP00008768

茶の湯の文化史　近世の茶人たち  谷端昭夫【著】 吉川弘文館 1999 KP00012888

陶芸･セラミック辞典 素木洋一【著】 技報堂出版 1982 KP00030422

Ｑ．電子書籍を利用するには？
A. 京都府内に在住又は府内に通学・通勤されている方のうち、府立図書館の図書館カードをお持ちでマイページ
に登録をされている方が利用できます。

Ｑ．図書館カードを作成するには？
A. 本人の氏名・生年月日・現住所を確認できる資料（運転免許証・健康保険証など）が必要です。京都府内に
通学・通勤されている方は、通学・通勤先を確認できる資料を、図書館にご提示ください。その際マイページを
利用するための仮パスワードも発行いたします。

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町
TEL 075-762-4655  FAX 075-762-4653
ホームページ https://www.library.pref.kyoto.jp/
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